第２３４１回
回少年回

例会日■令和 1 年 6 月 6 日（木） 会場■割烹八文字屋 開会点鐘■12.：30 2018-19 年度 VOL 44

三春 RC テーマ：「、繋げようロータリー、繋がろうロータリー」
－ ５０年続いたロータリーが１００年続きますように －
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7.新会員バッチ・四っのテスト贈呈

3.四つのテストの唱和

8.地区研修・協議会報告

4.会長挨拶

9.閉会点鐘

会 長 挨 拶（第 49 代会長

石川和広）

日、ワイパーの日、補聴器の日、ローカロリー

皆様こんにちは、私

の日、羊の日、かわいいコックさんの日、

の年度も最後の 1 っ

また毛色が変わったところでは恐怖の日とい

か月となり今日は

うのがありました。
「ヨハネ黙示録」に出てく

先日行われました地

る「獣の数字」が６６６であることに因んでい

区協議会の報告例会

るそうです。そろそろ梅雨の季節、カエルの鳴

で橋本次年度会長の実質始動日となります。

き声もよく聞かれていますが、このカエルの

また私の年度を振り返る日でもあるかと思い

鳴き声のケロ（６）ケロ（６）に語呂合わせを

ます。平成 30 年 7 月 5 日の２３００回から始

してカエルの日としているそうです。

まり今日 6 月 6 日が 2342 回となります。

新元号になり気持ちもあらたに、一年振り

それでと言うわけではないのですが 6 月 6

返り変えるところは変えながら 50 周年に繋が

日は何の日なのか調べてみました。意外と語

っていけたらと思います。

呂合せ的にいろいろありました。まず楽器の

本日もよろしくお願いします。

日で習い事は 6 歳の 6 月 6 日から始めると上
達するそうです。生け花の日でもあるそうで
す。飲み水の日(世界環境デイの翌日)、梅の日
（葵祭りで梅が献上された）ロールケーキの
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幹

事

報

告

◇白岩 良子 (第 49 代)


ペットボトルキャップについて
6 月 10 日（月）午後４時に田村高校のペットボトル
キャップの積み込みを行います。



6 月 13 日（木）の例会は次年度クラブ協議会①、
友の見どころは、三瓶一壽さんが担当です。
例会終了後にエコキャップを取りにきますので
手元にある方はお持ち下さい。



6 月 20 日（木）の例会は、次年度のクラブ協議会②です。

各委員会報告
◇増子博保青少年奉仕委員長
1.6 月 10 日（月）16：00～田村高校ペットボトルキャップ
の積み込みを行います。
2.6 月 14 日（金）田村高校ＪＲＣインターアクト部の例会
があります。14：50 集合

15：00 開会

◇新会員：大塚康範さんへバッチ等の贈呈
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地区研修・協議会報告
◇会長部会：橋本国春さん
１会長・幹事会
○地区賦課金の承認、2019-20 年度 地区予算承認
・地区賦課金

1 人 15,000 円 （前年同額）

・地区大会賛助金

1人

3,000 円 （前年同額）

・青少年奉仕助成金

1人

2,000 円 （前年 1,200 円）

・第 2530 地区災害特別基金 1 人
計
２

1,000 円 （前年同額）

1 人 21,000 円

講演 「ロータリーって何？」
講師第１ゾーン

ロータリー公共イメージコーディネーター 鈴木秀憲

○ 主なること
・公共イメージと認知度の向上
良いイメージで知って頂く 広報を考える。
マスコミの活用 地方紙（新聞）利用しやすく効果有り
・もっと大切な内容論
我々が思っている程は世間の方々は、ロータリーをご存じない。
世間の関心が高い奉仕をアピールすれば良い。 世間の関心が高い奉仕は様々
先ずは「ロータリーって何？」をしっかり伝える。
・ロータリーって何？

ロータリアンの説明は

ロータリーは、奉仕と親睦
に行う団体

次世代の方々を育成する団体 人道的奉仕を積極的

多岐に亘っていて、聞いている方には分かりにくい。

・ロータリーの目的・・・簡単表現

（RID2570 の例）

自分自身と自分の職業を磨きながら （第２項：職業奉仕）
地域や国際社会に奉仕する団体です （第３項：社会奉仕・第４項国際奉仕）
あなたも参加しませんか？

（第１項：知り合いを広め奉仕の機会）

・自分を磨くとは徳望を身につける事
自分を磨く

自分の人格を高める。

仕事を磨く

地域の役に立つ仕事をする。

地域社会で奉仕

他の人や団体或は自治体等目が届かない事・手が届いていない

事に着目、実施する。目立つことをする事ではない。
◎広報する場合の留意点
・どんなに旨い事を言っても、他人（世間の人）は、その人の言っている事よりも、
その人の行動を見ている。
・どんなに旨い事を言って広報しても、他人（世間の人）は、その団体の広報している事よりも、その
団体の活動を見ている。
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【会長部会】
◎会長の役割と責務

ガバナーエレクト 芳賀

裕

・ロータリーの話をしよう！
・計画・実行・評価・改善
RI の戦略計画と年次計画⇒地区活動目標と運営方針⇒クラブの戦略計画（クラブの現状把握から）
⇒クラブの年次目標の設定（ロータリー賞への挑戦）
・クラブ会員基盤の維持と強化
魅力あるロータリーには、親睦と寛容の土壌がある。
全会員がクラブでの役割を持って参加する体制
・クラブを元気にしよう！
会員がロータリーのことを知ること（研修の充実）
会員一人ひとりがロータリーとの自覚（公共イメージ向上）
子供の未来を育む青少年奉仕 RIP への参加
世界とつながる活動をしよう。
（ポリオ根絶への取り組み等）
地区財団活動資金を活用しよう。
（地域で必要とされる新しいプロジェクトを）
東日本大震災からの地域復興やオリンピックに目を向けよう。
◎クラブ運営とリーダーシップ

パストガバナー 阿久津 肇

・ロータリーの組織規程
国際ロータリー定款

国際ロータリー細則

標準ロータリークラブ定款（推奨ロータリークラブ細則）
・クラブ理事会
クラブの管理主体は、クラブ細則によって構成される理事会（役員・理事）
理事会は、全役員および全委員会に対して総括的管理権を持つ。
クラブのあらゆる事項に関する理事会の決定は、最終的なものである。
・クラブ例会
親睦を深める最適な機会が例会の出席、真の親睦とは、温かい友情と相互理解を尊重し、欠
ゆうじょ

点を宥恕し合う寛容を確かめることで醸成される。クラブは少なくとも月２回、例会を行わ
なければならない。
開会・閉会の時間厳守

会長スピーチはロータリー情報に重点をおく。

幹事報告は国際、地区、分区、各クラブなどの最新の情報を伝達する。
例会席順の固定化は避ける。

バッチをつけて出席する。

・クラブ協議会
クラブのプログラムと活動、会員教育について協議する。クラブ会員全員の会合である。全
ての会員は、協議会に出席することが強く奨励されている。
協議会は、ガバナー、ガバナー補佐訪問時や地区研修・協議会と地区大会の直後に開催する
よう奨励されている。
・リーダーシップチーム
クラブのチームは、会長、直前会長、会長エレクト、幹事、研修リーダー、各委員会委員長
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◇地区研修委員会：大内富雄さん
次年度クラブ研修リーダー 大内富雄
1、 期

日

２０１９年５月１８日(土)

2、 場

所

パルセいいざか

３階ホワイエ

3、 報告の内容
分科会資料は、幹事部会・地区研修委員会・RLI 委員会でした。
セッションの内容は、次期地区幹事の司会で開会。
【セッション１】
・酒井善盛パストガバナーの挨拶。
・安藤正道 2019-20 年度地区幹事より幹事の責務、幹事の実務。
【セッション２】
・佐久間英一 2019-20 年度地区研修リーダーより地区研修委員会の方針と計画１。
3)、地区研修協議会の目的
の責務

4)、クラブのリーダーシップチームの構成 1)、地区研修リーダー

2)、ロータリー研修の目的

5)、2019-20 年度 地区運営方針

6)、ＲＩ新戦略計画とは、

7）
、地区研修委員会スケジュール
2019 年 7 月 13 日(土)にユラックス熱海を会場にクラブ研修リーダー会議を開催。
・2019-20 年度地区研修委員会
クラブ研修リーダーの役割
1、

渡辺健寿副委員長より地区研修委員会の方針と計画２。

クラブ研修リーダー

・クラブ会長エレクトは、次年度中に、クラブ研修プランを監督するクラブ研修リーダーを１名任命し
てもよい。
・クラブ研修リーダーの任期は１年であり、連続で就任できる任期は３期までとする。
・クラブ研修リーダーは、すべての研修ニーズが満たされるようクラブ理事会および各種委員会と協力
し、また、支援とアイデアを得るために、地区研修委員会、所属クラブを担当するガバナー補佐、地
区ガバナーと協力しなければならない。
・クラブと地区研修リーダーは、ロータリアンのリーダーシップ研修で極めて重要な役割を果たす。
・豊富な経験を分かち合いながら、優れたリーダーシップを発揮できる人材を育てる。
・クラブの研修リーダーは、会長をはじめとするクラブのリーダーと協力しながら研修プログラムを
開発する。
・地区研修リーダー、ガバナー補佐、ガバナーはクラブ研修リーダーを支援してくれる存在である。
２、クラブの研修プラン
クラブは以下を確実にするための包括的研修プランを作成すべきである
（1）クラブ指導者が、適宜、地区研修会合に出席する。
（2）新会員のために一貫したオリェンテーションを定期的に実施する。
（3）現会員の[ために継続的教育の機会を提供する。
（4）全会員が指導力育成プログラムを受けることができるようにする。
３、新会員オリェンテーション
Ｍｙ ＲｏＴＡＲＹから資料「新会員オリェンテーション」をダウンロードする。
４、ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究会）に参加しよう
地区ＲＬＩ委員会 鈴木和夫委員長より下記の内容の説明あり。
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（1）ＲＬＩの背景
（2）ＲＬＩの目的と意義
（3）ＲＬＩの歴史
（4）ＲＬＩの研修方法
（5）ＲＬＩの研修の特色
（6）ＲＬＩの研修カリキュラム
（7）ＲＬＩの研修の進め方
この後ＲＬＩ委員の体験発表があった。
感想
地区より事前の情報として参考資料の準備の指示があり、会長エレクトが準備をしてくれましたが
１ページも開くことなく終わってしまいました。
分科会リーダーは、事前に指示をした資料を無視した内容の研修会はチョット困るなと思ったのが
印象に残りました。

◇会員増強拡大：石川和広さん
会員増強・拡大・ロータリー情報委員会
セッション内容
司会

江花祥雄情報委員会委員

（セッション１）
・委員会活動説明、クラブ戦略計画の必要性について
会員増強・拡大・ロータリー情報委員会委員長の林

克重

会員増強活動でクラブの活性化を図る
１、２０１９－２０地区委員会活動
・クラブへメーキャップをする。
・戦略計画策定推進・各クラブへの情報の提供・研修をしてクラブの
支援をする。
・衛星クラブの活用推進、新クラブ設立の支援
２、クラブ戦略計画の活用 ・戦略計画立案ガイドを使う
クラブ戦略計画立案ガイド
こんなクラブになりたい 目標をたてる ビジョンに沿った

長期的な項目を決める

行動して伝えよう ロータリーで私たちは生涯にわたる友情を育み（親睦）約束を守り抜き（高潔性）
多様な考えを取り入れ（多様性）リーダーシップと職業の専門知識を活かして地域社会の問題に取り
組んでいる（奉仕とリーダーシップ）こと伝える。
２５３０地区の現状、目標
会員増強・拡大委員会 委員長 大野勝久
会員減少傾向と高齢化傾向の中で会員純増上位クラブは
いわき勿来 7 名、福島 6 名郡山南 5 名常葉いわき中央 4 名
郡山東、会津若松 3 名でした。
会員増強１、５％純増（最低 1 名）130 名増２、退会者の防止で
会員数を 2530 人へ
３

Mｙ

RＯＴＡＲＹ、衛星クラブについて
ロータリー情報委員会

委員長

渡辺 英人

ロータリー情報委員会は
Ⅰ最新情報を適時に入手し、各クラブ等へ提供
ⅡＭｙ ＲＯＴＡＲＹの中から、会員増強に関する情報、ツールを
紹介
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Ⅲ衛星クラブの活用研究と広報
・8 名から設立可能・会長でなく議長・独自の役員、理事会、細則が持てる・独自に例会場所、
会費等が決定できる
・ネット活用も可・衛星クラブの会員はスポンサークラブの会員でもある
セッションⅡは江花祥雄委員よりグループミーティングの説明が
あったのち 8 グループに分かれてミーティングを行い
最後に牧公介パストガバナーの公表があった。

◇公共イメージ・ＩＴ：三條安國さん
公共イメージ・IT 委員会
参加者

三條安國

〃

山口晋司

A 公共イメージの推進と IT の活用について
ガバナー

平井義郎氏

まず、Mｙ Rotary への登録をお願いする。
現在の登録状況は地区で

54.7％

地区目標

60％

現在目標達成クラブ数

32 クラブ

100％達成

以上
三春クラブ 68％

6 クラブ

登録の状況は別紙の通り・・・
有効な情報が沢山あります、ぜひ登録し活用してください。
B 公共イメージ・IT 委員会活動方針と計画

委員長 相良元章氏

他 3 名委員

現在、私たちのロータリーは岐路に立たされていること認識しなければならない
会員の減少・高齢化に伴い、今まで出来ていたことが出来なくなりつつあるのが現実です。
この現実を変える効果的な方法が地域の人々に「ロータリーの活動を知ってもらう」事です。
1） 委員会の活動方針
ロータリーのＩＴ化を推進し効果的効率的に活用し「ロータリーの楽しさ」をつなげよう。
2）委員会の役割
イ

情報を集めて、その情報をマスメデアや SNS を使って情報発信の支援する。

ロ

ロゴマークの適正使用の支援

ハ

IT 化の推進の支援

二

計画立案効果と効果の検証

2） 活動計画
① クラブサポート
イ 公共イメージ・IT セミナーの開催
ロ

ロータリーデー創立記念日・世界ポリオデーの開催支援

ハ

My Rotary とロータリークラブセントラルの登録の支援

二

ロータリーブランドの推持と拡大のためのツール等の利用促進はかる。

ホ

復興フォーラム（仮称）の開催支援

へ

公共イメージ IT アワード（仮称）表彰
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② メデア対策
イ

マスコミ懇談会の開催

ロ

SNS 活用方法を探求し安価で効果的な情報発信の方法を共有する

③ 更なる IT 化の推進
イ

地区資料の収集

ロ

目標進捗状況報告資料等の作成と整理

ハ

公共イメージ小委員会との連携による情報発信

二

クラブの公共イメージ・IT 担当者の把握と情報の共有

④ 効果の検証
イ

ロータリー認知度のアンケート調査の実施と検証

ロ

マスメデアに取上げられた活動の把握と検証

◇職業奉仕：影山吉則さん
セッションⅠ
佐藤喜市郎委員長（飯坂 RC）
■ 職業と私 なぜ

今 職業奉仕か？

昨今、大手企業におけるデータ改ざん等がしばしば
報道される
1943 年 RI 理事会の認証のもと職業奉仕のプログラムに
組み込まれた『四つのテスト』
（ハーバート・テーラー）は、商取引の基本方針を示したものである
１．真実かどうか？
価格・納期・品質・宣伝などに嘘・偽りはないか？
２．みんなに公平か？
すべての取引先に公正か？
３．好意と友情を深めるか？
取引が店（会社）の信用を高めるとともにより良い人間関係を築くか？
４．みんなのためになるかどうか？
その取引によってすべての取引先が利益を得られるか？
セッションⅡ
初瀬照夫副委員長

（郡山 RC）

■ 職業奉仕の歴史
『社会に役立つ人間になる方法はいろいろありますが、最も身近で
しばしば最も効果的な方法は、間違いなく自分の職業にあります』
～ポール・ハリス～
私の個人的な職業奉仕感
□

～初瀬副委員長～

我々事業家の最大の関心事は自分の事業の発展・繁栄である
しかし、自分のことだけ考えていては成功しない

□

職業を通じて思いやりの気持ちをもってみんなのためになるように自分を磨き
今までお世話になった社会に貢献する

□

事業を発展させるにはどんな人間にならなければいけないか？
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『

▶

をロータリーは教えてくれる

▶

よってロータリーに入れば事業は発展・繁栄する

奉仕の理想とは人に対する思いやりをもって人の役に立つこと

』

◇社会・国際奉仕：三瓶一壽さん

去る 5 月 18 日（土）にパルセいいざかにおいて 2019-20 年度
の地区研修協議会に参加してきましたので報告します。
メイン会場のパルセいいざかにおいて、平井義郎ガバナー、
芳賀裕ガバナーエレクトの挨拶があり、佐久間英一次年度研修
リーダーの挨拶の後、規定審議会報告等がありました。
その後第 1 ゾーン（2017-20 年度）ロータリー公共イメージコーディネーターの鈴木秀憲氏（第 2570
地区／吹上 RC PG.）から「ロータリーって何？」というテーマで、ロータリアンの心構えなどの基本
理念を非常に納得のゆく解説でご説明頂きました。
それから参加者は各会場に分かれて分科会、私は「社会・国際奉仕委員会」ということで会場である
吉川屋に移動して、おいしい昼食をいただき、その後にセッションに参加してきました。分科会セッシ
ョンは 2 部構成で行われ、担当相談役の中澤剛 PG.の挨拶、渡部英一委員長の挨拶の後にセッションが
開催されました。
＜セッションⅠ＞
社会奉仕委員会の望月隆司委員長より、次の３大方針がありました。


地域に求められている社会奉仕活動を。



社会奉仕活動の情報提供をお願いします。



プロジェクトの広報を積極的に行ってください。

地区委員会は各クラブの後方支援なので各クラブでどんな社会奉仕活動をしたいのかを決めてほし
い。そしてそのことで支部委員会に相談や協力要請があれば積極的に協力要請する所存であること。
また、各クラブの活動は積極的に広報に努めてほしい。ＲＩのロータリーショーケースや地区ＨＰ
広報への事業実績報告をしてほしい。また次年度も「新聞報道スクラップの展示」も継続するのでよ
ろしくお願いしますとのことでした。
次に国際奉仕委員会の渡辺浩子委員長からは、国際奉仕・国際交流を活発かつ充実させて地区全体
のボトムアップをして行きたい。またこれらの支援体制を整えて「コーディネート・サポート役」とし
て各クラブに役に立てるようにしたい。
活動計画として次の６項目を挙げていました。
① 国際奉仕・交流などの事例を集めて地区ＨＰや印刷物として情報提供する。
② 各クラブの体験談などの発表の機会をつくる。
例会などでのマッチング＆コーディネート
③ 一歩踏み出すための各種相談＆サポートの実施。（補助金申請/活動資金）
④ タイムリーで国際的な国際的な学びの機会を創出。
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⑤ 東京オリンピック・パラリンピック福島県開催に関係する国際奉仕・交流に協力する。
⑥ 社会奉仕、青少年奉仕委員会等との情報共有と連携・協働により多面的で視野の広いプ
ロジェクトの推進を図る。

＜セッションⅡ＞各事例報告


二本松あだたらＲＣ：水の浄化活動に関する報告



石川ＲＣ：社会奉仕・国際奉仕委活動の報告（台湾、竹山ＲＣと桜の植樹活動）



渡辺浩子委員長：国際奉仕活動報告



いわき小名浜ＲＣ：海外からのいわき市在住者（約２６００人）との交流について
民族宗教の多様性を認め合うことから



白河南ＲＣ：草の根の国際交流、身の丈に合った事業規模、あくまでも共同プロジェクトとする、
継続は力
以上で報告とします。

◇青少年奉仕：白岩良子さん
青少年委員会はインターアクト、ローターアクト―、ライラ、
青少年交換の４委員会で構成それぞれの委員会がロータリー
活動を通し、青少年がリーダーシップや奉仕の精神を養い、
人間としての成長をサポートしていきます。それぞれの委員
会は年間を通じて活発な活動を展開、次世代を担う青少年が
学校や地域でボランテイア活動をしながら、異文化や言語な
ど学びながら地域・日本にとどまらず世界に友人を作り、
世界市民としての自覚を学んだりする青少年をサポートするのがそれぞれの委員会の役割ですという
分科会でした。

◇財団委員会：渡邉宏二さん
◇場所：メイン会場 パルセいいざか
財団委員会 分科会会場

摺上亭大鳥

開会セレモニーの後、第 1 ゾーン 2017-20 年度ロータリー
公共イメージコーディネーターの鈴木秀憲氏の講演「ロータ
リーって何？」がありました。世界の方々はロータリー知ら
ない。関心の高い奉仕
まずは「ロータリーって何？」ロータリーは奉仕と親睦、次世代の方々を育成する団体、人道的奉仕を
積極的に行う団体。どうしたら解っていただけるか？ロータリーの共通の内容、ロータリーの目的を
分かり易く説明。自分自身と自分の職業を磨きながら地域や国際社会に奉仕する団体です。あなたも
参加しませんか？その一環として当クラブは地域社会で〇〇活動を行っています。自分を磨くとは徳
望を身につけること。徳望とは、徳が高くて人望がある。自分を磨く、仕事を磨く、地域社会で奉仕。
自分の人格を高める。ロータリー自身が広告塔であり日頃の行動が大切である。ロータリーについて
とても解りやすく素晴らしい講演でした。その後、ロータリー財団委員会／学友・平和フェローシップ
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委員会に参加しました。
【セッション 1】
・大口寄付について

1 万ドル（100 万円位）

・PHS（ポール・ハリス・ソサエティ）について

鈴木邦典直前ガバナー

毎年 1,000 ドル以上寄付 各クラブ二人のお願い
・2019-20 年度ロータリー財団委員会の基本方針
7 月 20 日（土）地区ロータリー財団セミナーの開催

早川敬介財団委員長
福島県農業総合センター

11 月 10 日（日）補助金管理セミナーの開催 郡山ユラックス熱海
・寄付を集める活動と寄付を使う活動
RI 財団として 100 ドル 地区目標

青木謙二資金推進・ポリオ委員会委員長
一人

150 ドル

寄付は控除される。
（確定申告）3 年後 1/4 が戻ってくる。
・END

POLIO

NOW について

横山りつ子資金推進・ポリオ委員会委員

ポリオ菌をイメージした「縫いぐるみ」撲滅するキャンペーン
会員数×30 ドル以上
【セッションⅡ】
・地区補助金申請と報告書提出について

大野順道補助金委員会委員長

11 月 10 日（日）補助金管理セミナーの開催
地区補助金・グローバル補助金の申請はこのセミナー出席と覚書（MOU）の提出が必須。
補助金申請書提出：
（3 月 31 日まで）実施前年度
報告書の提出：実施年度 5 月 20 日まで
・地区補助金の振り込みと残金について

川又暉之財団資金管理委員長

地区補助金専用の通帳作成のお願い
・グローバル補助金について

早川敬介財団委員長

年度関係はないが、持続、継続は必要である。
・学友・平和フェローシップ委員会

鈴木美恵子委員長

閉会点鐘

国際ロータリー第２５３０地区
三春ロータリークラブ
TEL

FAX

E-mail

例会場

割烹文字屋

三春町字大町 18-１

62-5757

62-3174

hashimoto@8monjiya.jp

事務所

〒963-7759

三春町八島台 5-3-9

62-2334

62-2334

rcmiharu@gmail.com

会

長

石川

和広

三春町字中町 1-1

62-2630

62-2222

dr-kazu@joy.ocn.ne.jp

幹

事

白岩

良子

三春町字南町 55-3

62-6024

62-6034

yoshiko@fd-const.com

会

報

渡邉

宏二

三春町字荒町 60

62-2410

62-2410

yamadai@orange.plala.or.jp
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